
■ポスト詳細

更新⽇
【LastUpdate】

2022年5⽉31⽇

公募番号
【Post No.】

22A2201

（1）機関名
 【Institution】

国⽴⼤学法⼈東京⼤学
The University of Tokyo

（2）部署名
 【Department】

⼤学院⼯学系研究科技術経営戦略学専攻
Department of Technology
Management for Innovation, Graduate
School of Engineering

（3）募集⼈数
 【Number of positions】

1
 

（4）着任時期
 【Starting date】

2022/11/1
 November 1, 2022

（5）想定する⼈材（分野など）
 【Type of researchers to seek】

システム⼯学、環境経済学に関する⾼度な専⾨知識を有し、特にカーボンニュートラルをはじめとする環境問題に対して、全体を俯
瞰する学際的視点とデータを活⽤した洞察により、独⾃性の⾼い研究と教育を⾏い、かつ社会的な貢献に寄与する挑戦的野⼼を持っ
た⼈材を募集する。
応募資格︓
(1)博⼠の学位を有すること
(2)研究・教育及び管理運営業務が⽇本語で⼗分できること
We are looking for a researcher with advanced expertise in system engineering and environmental economics. Especially,
we recruit a researcher who explores novel studies and educations on the environmental problem including
decarbonization of the society to lead to social contribution and conducts ambitious research on data-based analysis from
an interdisciplinary point of view.

 Eligibility for application︓ 
 (1) Applicants must possess a doctorate degree. 

 (2) Applicants are expected to be capable of guiding students and college managements in Japanese language.

（6）研究分野
 【Research field】

⼯学系科学（Engineering sciences）

農学・環境学（Agricultural / Environmental
sciences）

社会科学（Social sciences）

（7）関連キーワード
 【Key words】

環境経済学、社会システム⼯学、環境政策
Environmental economics, Social system engineering, Environmental policy

（8）職種
 【Job type】

准教授（Associate Professor）
 

▼その他

（9）勤務形態
 【Employment status】

無期雇⽤（tenure, indefinite-term employment）
 

▼その他

（10）勤務地
 【Work location】

東京都⽂京区本郷７－３－１
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo

（11）待遇・研究環境等
 【Compensation・Research

environment etc】

技術経営戦略学専攻において研究室を主宰し、学⽣を研究指導する。その他、東京⼤学の規定に従う。
As a principal investigator of Department of Technology Management for Innovation, you supervise students. Others are
determined by the rule of the University of Tokyo.

（12）応募受付期間
 【Application acceptance

period】

応募受付開始⽇(application start date) : 
 ポスト公開時より受付開始(As soon as the post is published)

 

応募受付期限⽇(application deadline) : 2022年6⽉30⽇
 

（13）応募連絡の⽅法
 【Application method】

応募書類を以下に郵便または電⼦メールで送付してください。
（郵便）〒113-8656 東京都⽂京区本郷７－３－１ 

 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科技術経営戦略学専攻 専攻⻑ 吉⽥好邦
（電⼦メール）y-yoshida＊e.t.u-tokyo.ac.jp

  ※メールアドレスの「＊」を「@」に置換してください。
 電⼦メールで送付する場合には、PDFファイルで送付してください。

 

【応募書類】
(1)履歴書（写真を貼付） １部 

 連絡先に Eメールアドレスも記⼊すること。なお、男⼥を問わず、出産、育児、 介護に専念（あるいは従事）した期間について考慮
することを希望される場合は、付記してください。 

 (2)業績⼀覧 １部
 注︓応募書類は返却しません。

Send the application documents below by mail or email.
 [Mail] Yoshikuni YOSHIDA, Department of Technology Management for Innovation, Graduate School of Engineering, The

University of Tokyo,
 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656

 [Email] y-yoshida*e.t.u-tokyo.ac.jp
 * Please replace "*" of the email address with "@".

 Send your files in PDF format if you use email.
 

【Documents for submission】



(1) Resume (with a portrait photo attached)
- Be sure to include your email address and contact information. 
- Regardless of your gender, please note any period of time where you took extended leave from work due to childbirth,
childcare, or nursing care (for elderly relatives). 
(2)List of Achievements
Note: Application documents will not be returned to you.

（14）選考プロセス、スケジュール
概要（予定）
【Process,schedule】

書類審査と⾯接を⾏います。 ⾯接の交通費は各⾃負担願います。その他，卓越研究員事業の公募要領に従って⾏います。
 【スケジュール】

6/30︓公募締切
 7/1〜7/31︓選考
 8/1〜8/15︓採⽤者の決定 

 Applicants will be shortlisted using the application documents and the interview. Travel expenses during the interview are
at the applicantʼs own expense. All the processes are based on the Application Guidelines of LEADER program.

 【Schedule】
 June 30: Deadline for application

 July 1 - July 31: Selection
 August 1 - August 15: Decision

（15）HPアドレス（詳細情報）
 【HP address for more

infomation】

JREC-IN Portal アドレス

JREC-IN Portalのデータ番号

各機関のHPアドレス

http://tmi.t.u-tokyo.ac.jp/

（16）問い合わせ先
 【Contact address】

 ※メールアドレスは、「@」を「＊」に置
換しています。

担当部署

技術経営戦略学専攻 専攻⻑ 吉⽥好邦
 Yoshikuni YOSHIDA, Head,

Department of Technology
Management for Innovation

電話番号

03-5841-7052

E-mail

y-yoshida*e.t.u-tokyo.ac.jp

（17）補助⾦⽀援申請予定
 【Whether to apply for the

funding support】
 ※補助⾦⽀援を申請する予定のポストであっ

ても、⽀援を確約するものではありません
There is no guarantee of support
even if application for funding
support of LEADER is planned.

補助⾦の申請予定あり(Application for funding support of LEADER is planned)
 

（18）備考【Notes】

（企業のみ）産学連携活動費による⽀援を希望する場合に記載
（19）共同研究⼜は受託研究のテー
マ・内容
【Theme and contents of joint
or commissioned research】

（20）共同研究⼜は受託研究におい
て卓越研究員に求める役割
【Role required for EYR in joint
or commissioned research】

（企業のみ）インターンシップの実施を予定している場合に記載
（21）インターンシップについて

 【About internship】

http://tmi.t.u-tokyo.ac.jp/

